
第�日目 プログラム

第 1会場：メインホール 9月 17 日（金)

8：50〜9：00 オリエンテーション

9：00〜9：30 オープニングセレモニー

地区会長挨拶 全国 11 地区会長

9：30〜10：00 開会式

第 24 回大会長挨拶 日本手術看護学会京都地区会長 植西 淳子

理事長挨拶 日本手術看護学会理事長 菊地 京子

来賓祝辞 社団法人京都府看護協会会長 我部山キヨ子

10：10〜11：10 招待講演

司会：菊地 京子（東邦大学医療センター大橋病院)

アメリカにおける周術期患者の擁護者としての看護師のあり方

AORN Anne Marie Herlehy

11：20〜12：20 教育講演

司会：鈴木 元子（徳島大学病院)

手術看護の匠の技

聖母大学看護学部 土藏 愛子

14：00〜15：00 トピックスⅠ

司会：八木美枝子（京都大学医学部附属病院)

iPS 細胞を用いた今後の医療

京都大学 iPS細胞研究所 中畑 龍俊

15：10〜17：10 シンポジウムⅠ：改めて手術看護の専門性を語る

司会：佐藤 紀子（東京女子医科大学看護学部）高川 茂（産業医科大学病院)

手術室看護師に求められる倫理的実践を語る 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 中村 裕美

手術室看護師の立場からリスクマネージメントを語る 北海道大学病院手術部 渋谷かをり

手術室経験のある感染管理認定看護師の立場から感染制御を語る 箕面市立病院チーム医療推進部 四宮 聡

器械出しについて手術看護認定看護師の立場から語る 東京大学医学部附属病院手術部 徳山 薫

手術室のマネジメントについて手術室看護師長の立場から考える 福井赤十字病院手術室 西向 秀代

第 2会場：アネックスホール 1 9 月 17 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 1

司会：久保田由美子（日本手術看護学会前理事長)

手術部における感染制御 -滅菌保証を含めて- 東京医療保健大学大学院感染制御学 大久保 憲

14：00〜15：00 研究発表 第 1群：手術室運営，看護管理

座長：菅原 実夏（札幌医科大学付属病院)

1-1 術中のドア開閉回数減少への取り組み 天神会新古賀病院 西田 藍

1-2 衛生材料のキット化による業務の効率化がもたらしたもの

-術前術後訪問率の向上への取り組み- 埼玉県済生会栗橋病院 鈴江 訓子

1-3 配置転換した手術室看護師の勤務継続に関する要因 滋賀医科大学医学部附属病院 北脇 友美



1-4 手術室に配置転換した看護師の勤務継続に関わる要因

-手術室配置後 3年未満の看護師とその他の看護師との比較- 久留米大学病院 山田 理絵

1-5 手術室災害時対応におけるシミュレーションの有用性について 災害医療センター 齋藤 意子

15：05〜16：05 研究発表 第 5群：術前・術中・術後訪問

座長：田上 由佳（厚生連海南病院)

5-1 手術を受ける患者の不安が軽減することに影響を及ぼす要因の分析

-術後面接の解釈より- 奈良県立三室病院 竹田 裕

5-2 DVDを使用した術前オリエンテーションによる入室時の手術室イメージの変化

-外観から受ける威圧感の軽減に向けて- 松江市立病院 武田 智文

5-3 術前訪問における手術体位の説明について -手術体位別の説明書を作成して-

県西部浜松医療センター 中野 靖子

5-4 術前オリエンテーションの改善 -術前パンフレットを作成して- 近畿大学医学部堺病院 朝日奈帆子

5-5 患者用クリニカルパスを用いた術前訪問における満足度調査 大館市立総合病院 小林 文佳

16：10〜17：10 研究発表 第 9群：看護記録，クリニカルパス，その他

座長：佐々木志津恵（富山県立中央病院)

9-1 泌尿器科 da Vinci クリニカルパスの作成 東京医科大学病院 新里 智子

9-2 小児手術における同伴入室をする親への術前アプローチの検討

-手術前に写真入りパンフレットを用いて- 京都医療センター 晝間 梓

9-3 術中看護計画評価基準活用の効果 JA 北海道厚生連旭川厚生病院 北邑 弓子

9-4 術後申し送り情報における病棟看護師との相違

-手術室看護師と病棟看護師で比較調査を行って- 袋井市立袋井市民病院 米丸 諭

9-5 患者参画型の申し送りに対する患者の受け止め方 高知病院 青木麻里子

第 3会場：RoomA 9 月 17 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 2

司会：松井 泰子（県西部浜松医療センター)

職務感染リスク：リスク低減のためのストラテジー

メンリッケヘルスケア グローバルヘッド，クリニカルサービス Carolyn L. Twomey

14：00〜15：00 研究発表 第 2群：看護教育

座長：井岡 京子（埼玉医科大学病院)

2-1 手術室新卒看護師教育スケジュールパスの作成と活用 杏林大学医学部付属病院 赤間 寿子

2-2 離職理由からみえた手術室看護師の現況 埼玉県立大学 古島 幸江

2-3 患者疑似体験による手術室看護師教育の有効性の検証 北里大学病院 品川 淑実

2-4 新人看護師の院内留学の成果 -手術室，外科系病棟間の 1日研修を実施して- 市立札幌病院 佐藤 元子

2-5 手術看護におけるやりがい獲得過程に関する研究 松山赤十字病院 長谷部徳恵

15：05〜16：05 研究発表 第 6 群：看護教育

座長：佐藤美智子（NTT東日本関東病院)

6-1 病棟から手術室に異動した看護師の経験の実態調査と手術室スタッフによる支援の検討

千葉県こども病院 松原 恵

6-2 手術室実習における学生の達成感に関連する要因 -実習目標に焦点を当てて- 前昭和大学大学院 水谷 郷美

6-3 肺癌手術における側臥位固定時の看護介入に関する研究 -看護師経験年数からの分析-

埼玉県立がんセンター 植竹 久美

6-4 心臓血管外科手術に携わる手術室看護師の思い -教育方法や支援について考察する-

千葉県こども病院 赤沼 聡子

6-5 ナラティブ導入が手術室看護師に与える影響 福岡大学病院 村本 恵梨



16：10〜17：10 研究発表 第 10群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：延安 悦子（県立淡路病院)

10-1 腹臥位で整形外科脊椎手術を受ける患者に対する膝蓋部の除圧方法の検討 仙台医療センター 金田 和美

10-2 全身麻酔下仰臥位手術における踵部の体圧分散方法の比較検討 徳島大学病院 松本久美子

10-3 取り消し

10-4 4点フレーム使用に対する皮膚保護材の検討 鳥取大学医学部附属病院 本田 絵聖

10-5 仰臥位開腹術における，腓骨神経麻痺予防対策の検証 北海道大学病院 真下なおみ

第 4会場：RoomB-1 9 月 17 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 3

司会：斉藤 信彦（ナガイレーベン㈱)

白衣から手術衣に着替えた天使たちへのメッセージ

-看護視点にかなった手術室ユニフォームとは？-

医療法人清田病院中央手術室 及川 慶浩

14：00〜15：00 研究発表 第 3群：危機管理，その他

座長：大林 幸恵（大阪労災病院)

3-1 手術室における災害を想定した防災訓練を実施して

-手術室看護師の行動の変化- 山形県立中央病院 佐藤加奈子

3-2 ガーゼカウント不一致の原因調査 中国労災病院 吉岡佐智子

3-3 ラテックスアレルギーへの取り組み 日本鋼管福山病院 井口 奈美

3-4 手術器械展開時の経験年数別に見た行動と思考の違い

-ビデオ撮影とグループディスカッションを通して- 神戸医療センター 高木みなみ

3-5 タイムアウトを導入し継続するための取り組み JA 長野厚生連小諸厚生総合病院 間島奈津美

15：05〜16：05 研究発表 第 7群：感染対策

座長：宇多川文子（山口大学医学部附属病院)

7-1 器械出し看護師への血液・組織片の飛散調査

-出血量・距離・キャリアレベル別調査- 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 佐藤 伸也

7-2 感染予防対策後の効果と実態 -器械出し看護師の意識調査- 医仁会中村記念病院 伊東由紀子

7-3 消化管手術における閉創操作手技の統一化 白十字会白十字病院 松山 由紀

7-4 手術部位洗浄による皮膚細菌数減少の実態調査

-手術直前洗浄の有無における比較- 九州労災病院門司メディカルセンター 川谷 飛鳥

7-5 スクラブ法とウォーターレス法における手技時間の比較 米沢市立病院 舟山 瑞穂

16：10〜17：10 研究発表 第 11群：患者・家族への心理的援助

座長：本間 敦（旭川医科大学病院)

11-1 日帰り手術を受ける子どもへのプレパレーション

-看護師・麻酔科医・チャイルドライフスペシャリスト（CLS）の連携による

手術室パスポートと手術室ツアーの効果の検討- 静岡県立こども病院 桑原 和代

11-2 局所麻酔下前立腺生検術中の不安緩和・疼痛緩和をめざした

効果的タッチング及び声掛け手法に関する検討 東京医科歯科大学医学部附属病院 小田島絵美

11-3 脊髄くも膜下麻酔及び硬膜外麻酔の体位固定に用いる補助枕の効果

-唾液中のアミラーゼ測定- 京都府立医科大学附属病院 木村 義孝

11-4 患者の求める手術室看護師の役割 -緊急帝王切開手術患者に術後訪問を行って-

公立富岡総合病院 津金 真弓

11-5 手術室における母児早期接触の報告 パナソニック健康保険組合松下記念病院 井上 怜子



17：20〜18：20 イブニングセミナー

司会：高橋ひとみ（東北公済病院)

内視鏡外科看護ナースの本音と理想

-手術看護ナースが侵襲制御ナースにかわる時�-

医療法人清田病院中央手術室 及川 慶浩

第 5会場：RoomD 9 月 17 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 4：エビデンスに基づく手術室の医療関連感染（HAI）対策

司会：石山 映子（小田原市立病院)

�．CDCガイドラインに基づく SSI対策の実践 市立豊中病院外科 清水 潤三

�．手術スタッフの感染管理の実践 三重大学大学院医学系研究科 小林美奈子

14：00〜15：00 研究発表 第 4群：患者・家族への心理的援助

座長：松本 亜矢（仙台赤十字病院)

4-1 歩行入室する手術患者の緊張軽減のための有効な方法の検討

-BGMとアロマセラピーを試みて- 山形県立新庄病院 奥山 由美

4-2 手術室歩行入室が患者に与える心理的影響

-歩行入室体験の振り返りインタビューから- 倉敷中央病院 高橋 明子

4-3 手術室における家族控室使用に関する研究 埼玉県済生会川口総合病院 加藤 裕子

4-4 骨接合術後の抜釘術を受ける患者の体験 西尾市民病院 犬塚 鮎美

4-5 帝王切開術中での母子関係への援助 -術中早期母子接触を検討して- 聖隷浜松病院 中村 智美

15：05〜16：05 研究発表 第 8群：体温管理

座長：白坂 幸子（宮崎大学医学部附属病院)

8-1 腹腔鏡下胃・腸切除術における体温管理 -体温低下を予防する保温方法と工夫- 三菱京都病院 村上 理沙

8-2 全身麻酔下での手術における体温管理（第 1報） -体温低下予防ツールを用いて-

岩手医科大学附属病院 坂本絵里子

8-3 帝王切開術におけるカンガルーケア中の新生児の体温変化と環境要因 東北公済病院 小笠原香織

8-4 全身麻酔で脊椎手術を受ける患者の体温低下予防

-術前に 4点支持枕の加温を試みて- 鶴岡市立荘内病院 菅原 知

8-5 硬膜外麻酔併用全身麻酔下の開腹手術患者の低体温予防への取り組み

-ブレスウォームによる保温を試みて- 市立芦屋病院 坂元 裕子

16：10〜17：10 研究発表 第 12群：術前・術中・術後訪問，その他

座長：岡崎 啓（高知医療センター)

12-1 術後訪問における患者の声の現状調査 -患者インタビューを通して- 蒲郡市民病院 酒井 一匡

12-2 DVDを用いて術前訪問を行った予定帝王切開手術患者の思いを知る 黒部市民病院 開沢真由美

12-3 手術を受ける患者に対する術後訪問の意義 大分県立病院 高村 智子

12-4 術前訪問の実態調査 済生会京都府病院 正法 千恵

12-5 ベテラン手術室看護師の術中引き継ぎ内容とその臨床判断

-手術室看護師の引き継ぎに関するインタビューを通して- 京都第一赤十字病院 山尾 佳未

ポスター会場：RoomC-1 9 月 17 日（金)

14：00〜15：00 示説Ⅰ：看護記録，クリニカルパス

司会：藤本 陽子（兵庫医科大学病院)

P- 1 鼠径ヘルニアクリニカルパスと個別的看護計画を統一した周手術期看護記録の効果 公立甲賀病院 前野 雅和

P- 2 パス形式を取り入れた看護記録の記載漏れ防止 総合大雄会病院 石井 誠



P- 3 手術体位写真を組み入れた看護記録用紙の作成と評価

-NANDA看護診断「周手術期体位性身体損傷のリスク状態」を用いて- 神鋼加古川病院 都留 美香

P- 4 継続看護につながる病棟看護師への働きかけ -情報共有できる経過表を活用して- 高岡市民病院 四津川恵子

P- 5 形式監査から見えた術中看護記録の現状と課題 旭川医科大学病院 宮川 真実

P- 6 手術看護記録の質の向上への取り組み -定期的な症例検討会を実施して- 大牟田市立病院 雪野 美和

P- 7 手術看護記録の評価 -監査を行ってみえたこと- 京都下鴨病院 北尾 潤子

15：05〜16：05 示説Ⅲ：手術室運営，看護管理

司会：坂尾 雅子（金沢大学附属病院)

P-15 A 手術室における災害対策への取り組み

-フローチャートの作成・シュミレーション実施によるスタッフの意識と行動の変化-

兵庫県立姫路循環器病センター 飯塚 清美

P-16 スタッフのコスト意識の向上による医療材料費の削減効果 兵庫県立姫路循環器病センター 橋本 幸生

P-17 シュミレーション導入による当直時の緊急手術に対する手術室看護師の不安の変化

関西医科大学附属枚方病院 多田 真弓

P-18 手術室衛生材料のキット化による業務改善と看護師業務の実際 洛和会音羽病院 西原 幹人

P-19 患者の状態に合った「入室方法選択制」に向けての試み 大阪船員保険病院 黒川夕貴子

P-20 ラテックスアレルギー患者対応のマニュアル作成 関西電力病院 鈴木 麻衣

P-21 「手術材料のキット化」「材料準備リスト」「情報分析」3 つを備えたシステムの使用

-1年間の効果について- 長浜赤十字病院 高畑 孝政

16：10〜17：10 示説Ⅴ：看護教育

司会：小林 千尋（愛知医科大学病院)

P-29 腹腔鏡手術における視覚教材を用いたスタッフ教育 済生会千里病院 西畑 公雄

P-30 術中急変時の看護判断（第一報） -外回り看護師の行動・情報・判断を分析して-

福井赤十字病院 長谷川友美

P-31 術中急変時の看護判断（第二報） -応援看護師の行動・情報・判断を分析して- 福井赤十字病院 浜野友紀子

P-32 wiki システムを利用した看護業務手順の作成と運用の可能性 長野市民病院 串田 裕美

P-33 体内残存防止に向けての取り組み -ガーゼカウント方法の統一- 岡崎市民病院 柴田 直美

P-34 腹腔鏡下大腸切除術における上肢固定時間の短縮 -手台作成と手技統一を行って-

奈良県立奈良病院 岩田ひとみ

P-35 新任看護師のプリセプター担当看護師が抱くオリエンテーションに対する思い 旭川医科大学病院 新保 梢

ポスター会場：RoomC-2 9 月 17 日（金)

14：00〜15：00 示説Ⅱ：感染対策

司会：島田 裕子（高松赤十字病院)

P- 8 手術器材の洗浄評価 -管状器材の残留タンパク質量測定を実施して- 群馬県済生会前橋病院 高橋 泰子

P- 9 ベッド退室が手術室内環境におよぼす影響

-手術室浮遊塵埃・浮遊細菌測定結果からの検証- 新潟県立がんセンター新潟病院 穴沢 角弥

P-10 A 病院における手術室外回り看護師の顔面への血液飛散調査 北里研究所病院 矢津田智子

P-11 外回り看護師の手指衛生の定着への取り組み 富山県厚生連滑川病院 鷹西 千華

P-12 手術時手洗いにおける揉み洗い法導入への取り組み （株）日立製作所日立総合病院 鎌田 真純

P-13 A 院手術室のプリオン病二次感染予防対策導入に向けて

-A院独自のマニュアル作成- 京都第一赤十字病院 清水 夏子

P-14 手術時手洗い：ラビング法への変更プロセス 岐阜大学医学部附属病院 垣見 克紀



15：05〜16：05 示説Ⅳ：危機管理

司会：堀 由美子（大阪南医療センター)

P-22 マニュアルがない場面での行動

-危機的場面の対処方法- 高知赤十字病院 長野 滋基

P-23 手術室看護師の医療事故防止に対する認識 -タイムアウトを導入して- 兵庫医科大学病院 鍵岡あゆみ

P-24 周手術期看護における「安全の確保」に関する知識調査 徳島赤十字病院 佐野貴実子

P-25 手術室における効果的な災害看護への取り組み

-危険予知トレーニング・ロールプレイングを実施して- 静岡市立清水病院 畑 恵

P-26 手術室火災を想定した防火訓練を実施して 寿量会熊本機能病院 陶山 麻紀

P-27 手術室における器械カウント方法の現状と課題

-より安全な手術室看護を目指して，ダブルカウント法導入に向けた検討- 災害医療センター 鈴木 華奈

P-28 手術室看護師の危険予知能力向上への検証 仙台厚生病院 菊地由香里

16：10〜17：10 示説Ⅵ：術前・術中・術後訪問，危機管理

司会：中村 裕子（日本大学医学部附属板橋病院)

P-36 手術患者が術前に知りたい情報について -効果的な術前訪問を目指して- 新潟県済生会三条病院 浅間 幹仁

P-37 術後訪問率の向上を目指して -術前術後訪問用紙の導入- 館林厚生病院 和田佳代子

P-38 小児の手術を待つ家族の思い -TV放映実施の有無で思いを比較して- 香川小児病院 植松 篤子

P-39 術前訪問におけるパンフレットの活用 -アルバム式パンフレットを作成して- 鳥取生協病院 前住眞奈美

P-40 中規模病院における術後訪問率向上への取り組み 操風会岡山旭東病院 長滝加代子

P-41 術前訪問DVDの有効性の検証 -不安の軽減を目指して- 総合病院国保旭中央病院 南條 美幸

P-42 超緊急帝王切開術の対応と課題の検討 -関連部署との合同シミュレーションを実施して-

大牟田市立病院 濱口 冬子



第�日目 プログラム

第 1会場：メインホール 9月 18 日（土)

9：00〜11：00 シンポジウムⅡ：手術看護を取り巻く最近の動向

司会：久保田由美子（日本手術看護学会前理事長）土藏 愛子（聖母大学看護学部)

適正な医療技術評価を求めて -外保連の試み- 外科系学会社会保険委員会連合 山口 俊晴

外科医の立場から見た手術看護師のあり方とその適正数 新潟大学医歯学総合病院手術部 堀田 哲夫

チーム医療としての周術期医療と手術部看護師の果たす役割

-日本麻酔科学会の立場から- 社団法人日本麻酔科学会 山田 芳嗣

手術室看護要員の算定に関わる調査と手術技術料の改定影響 株式会社アイブレイン 今西陽一郎

共に手術医療の発展をめざして -日本手術看護学会の立場から- 日本手術看護学会 菊地 京子

11：10〜12：00 大会長講演

司会：大鐘 隆宏（名古屋第一赤十字病院)

手術室看護師長として大切にしてきたもの

京都第一赤十字病院 植西 淳子

13：25〜13：55 総会

司会：山口 千鶴（舞鶴共済病院)

14：00〜15：00 特別講演

司会：工藤 早苗（京都第二赤十字病院)

御菓子を楽しむ 株式会社 末富 山口 富蔵

15：10〜16：10 トピックスⅡ

司会：石橋まゆみ（昭和大学病院)

日本手術看護学会会員実態調査結果と分析

日本手術看護学会調査研究 木村 三香

手術看護要員算定調査結果報告

日本手術看護学会算定調査 上野 正文

第 2会場：アネックスホール 1 9 月 18 日（土)

9：10〜9：50 ミニワークショップ 1：新人教育，どうしていますか。

司会：三枝 典子（前橋赤十字病院）高橋 恵子（NTT東日本関東病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 13 群：看護教育

座長：小川 節子（久留米大学病院)

13-1 看護基礎教育における手術室実習の成果と指導方法 首都大学東京大学院 中村 裕美

13-2 手術室における医療廃棄物の減量化への取り組み 旭川赤十字病院 加藤 裕子

13-3 「術後看護カンファレンス」の評価 -スタッフの意識調査- 鹿児島赤十字病院 原口 直子

13-4 手術室看護師の一次救命処置に対する意識調査 鹿児島大学病院 池ノ平睦美

13-5 新人教育における手術室ローテーション研修実施後のイメージの変化について 兵庫医科大学病院 堀田 牧代

11：05〜12：05 研究発表 第 16 群：手術室運営，看護管理

座長：塩飽 初美（県立尼崎病院)

16-1 看護体制とキャリア開発に関する看護師の認識 -診療科専任制についての一考察-

倉敷中央病院 山本 千恵

16-2 手術室の二交替勤務導入後の変化 刈谷豊田総合病院 加藤 恵



16-3 手術室支援システムの導入効果 -手術器材管理に着目して-

横浜市立大学附属市民総合医療センター 泉 千晶

16-4 手術室管理指標を用いた業務改善 愛友会上尾中央総合病院 髙橋 健治

16-5 手術患者在室時間調査から見えてきた実状と今後の課題 山形大学医学部附属病院 須田 義恵

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 5

司会：門間 典子（東北大学病院)

人間性豊かな看護師の育成を目指して -副看護師長の力- 東京医科歯科大学医学部附属病院手術部 平野 博美

15：10〜17：10 教育セミナー：認定看護師による安全な体位を目指して パートⅢ

司会：鈴木 敦子（関西医科大学附属枚方病院）中村 露子（京都医療センター)

京都地区手術看護認定看護師チーム 東海地区手術看護認定看護師

手術体位と神経障害 京都医療センター整形外科 中川 泰彰

手術体位と皮膚障害 同 皮膚創傷ケア 黒川久美子

17：10〜17：20 閉会式：第 25回年次大会案内・次期大会長挨拶（開催地 名古屋市)

日本手術看護学会東海地区会長・名古屋第一赤十字病院 大鐘 隆宏

17：20 閉会の辞

京都府立医科大学附属病院 竹村 純子

第 3会場：RoomA 9 月 18 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 1：術前外来

司会：小林 由美（京都第一赤十字病院）富井 秋子（東邦大学医療センター大森病院)

9：10〜9：50 ミニワークショップ 2：ハラスメントについて

司会：石橋まゆみ（昭和大学病院）栗田 衛（愛媛大学医学部附属病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 14 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：松田たえ子（神戸労災病院)

14-1 手術室における観察方法改善の一考案

-術前・術後に皮膚観察チェックリストを使用して- 茨城県立こども病院 斎藤 正喜

14-2 脊椎腹臥位手術における体位調整前後の体圧とずれ力の変動 秋田労災病院 大森 咲子

14-3 滅菌リネンに覆われた健側下肢に及ぶ影響の実態調査

-全人工膝関節置換術患者の体圧及び肢位に着目して- JA 徳島厚生連麻植協同病院 谷 美沙子

14-4 脊椎固定手術部位感染サーベイランスの取り組み報告 がん・感染症センター駒込病院 渡辺 多美

14-5 脊椎フレーム使用時における体圧測定 -除圧具併用よる体圧分散効果の比較-

京都府立医科大学附属病院 山内 薫

11：05〜12：05 研究発表 第 17群：危機管理

座長：山田 美佳（公立丹南病院)

17-1 危機管理に対する意識と行動の変容

-Medical SAFERの手法を取り入れた事例検討を通して- 前橋赤十字病院 星野 理恵

17-2 医療事故防止への取り組み -KYT を導入して- 金沢医科大学病院 熊谷あゆ美

17-3 K病院におけるタイムアウトの現状調査

-ガーゼカウント時のタイムアウトの定着にむけて- 京都市立病院 西村 由紀

17-4 手術室火災に対する手術室看護師の知識・行動の変化

-学習会前後の調査を実施して- 長崎医療センター 本田 和也

17-5 サインイン・タイムアウト・サインアウトの導入 東邦大学医療センター大森病院 近藤 綾



12：20〜13：20 ランチョンセミナー 6

司会：大鐘 隆宏（名古屋第一赤十字病院)

こんな経験ありませんか？ エキスパートから学ぶ電気メスの危険性と正しい使用法

自治医科大学附属病院中央手術部 松沼 早苗

山田赤十字病院中央手術室 中村 良子

14：00〜15：00 研究発表 第 19 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：牛尾 仁美（関西電力病院)

19-1 脳神経外科における妊婦（第 19週）に対する腹臥位手術体位固定方法の報告 小牧市民病院 片岡 純子

19-2 側臥位におけるウレタンフォーム使用時の褥瘡発生要因 康生会武田病院 由比藤さくら

19-3 腹腔鏡下腸切除術を受ける患者の体位固定方法の検討

-従来型体位固定方法と改良型体位固定方法の比較- 東京都保健医療公社東部地域病院 海野 友紀

19-4 パークベンチ体位における褥瘡予防対策の成果 -術中プッシュダウンを試みて- 九州大学病院 中野 知子

19-5 左開胸下大動脈置換術に伴う皮膚障害のリスク要因 石心会川崎幸病院 上田 啓介

15：05〜16：05 研究発表 第 20 群：手術室運営，看護管理，皮膚・神経障害の予防，DVT対策，感染対策

座長：中島 路子（京都第一赤十字病院)

20-1 手術センター看護師の習熟度別にみた各役割に関連した「やりがい感」 倉敷中央病院 山本 千恵

20-2 腹臥位における膝蓋部，大�，下�部の効果的な除圧の検討

-減圧用具の組み合わせを考える- 滋賀県立成人病センター 川野絵梨香

20-3 タイムアウトが標準化した要因を探る

-新システム導入時の管理者としての介入方法の確立に向けて- 山田赤十字病院 東 恵理

20-4 手術時の外回り業務における手指衛生の現状と改善 京都大学医学部附属病院 梅井 歩

20-5 整形外科脊椎手術で腹臥位におけるフィルムドレッシング剤の効果の検証

公立学校共済組合東北中央病院 小林今日子

第 4会場：RoomB-1 9 月 18 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 2：主任・師長さん集まれ�

司会：西村 路子（滋賀医科大学医学部附属病院）分倉千鶴子（鳥取大学医学部附属病院)

9：10〜9：50 ミニワークショップ 3：新人さん集まれ�

司会：加納 朋美（名古屋第一赤十字病院）高橋ひとみ（東北公済病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 15 群：術前・術中・術後訪問

座長：青山 裕子（名古屋大学医学部附属病院)

15-1 手術看護の評価と課題 -術後訪問結果の分析から- 東徳島病院 林 良子

15-2 帝王切開術を受ける産婦に対して，バースプランを用いた術前介入を試みて 愛仁会千船病院 田中 裕樹

15-3 手術室ベテラン看護師の術後訪問に対する思いと現状 熊本赤十字病院 木村 留美

15-4 術中訪問に対する手術室看護師の認識 東京都立墨東病院 中山美奈子

15-5 周術期看護の評価 -全過程の問題に焦点をあてて- あいち小児保健医療総合センター 杉浦 由紀

11：05〜12：05 研究発表 第 18 群：術前・術中・術後訪問

座長：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

18-1 患者参加型術前訪問を目指して -患者用麻酔別クリニカルパスの作成- 和歌山労災病院 内海 牧子

18-2 患者満足度調査の実態調査 -術後訪問に患者満足度調査を取り入れて- 和歌山労災病院 西下 敏行

18-3 小児患者に対する術前訪問への取り組み -プレパレーションの効果と課題-

山梨大学医学部附属病院 小林恵美子

18-4 術前訪問定着に向けて問題の明確化 公立陶生病院 加藤恵理子

18-5 患者にとっての術後訪問の必要性 六甲アイランド病院 木村みさ代



12：20〜13：20 ランチョンセミナー 7

司会：山蔭 道明（札幌医科大学医学部麻酔学)

Helthcaristとしての体温管理 -看護視点にかなった体温測定部位とは？-

医療法人清田病院中央手術室 及川 慶浩

14：00〜15：00 中堅者受講者報告会

司会：高川 茂（産業医科大学病院）横田富美子（済生会川口総合病院)

看護実践能力の向上を目指して -倫理観を養う取り組み- 京都市立病院 吉田 広美

平成 21年度研修受講後の自己の課題への取り組み過程と課題達成状況 高知大学医学部附属病院 高岡 寿明

心臓血管外科手術における独り立ちのための効果的な教育体制の確立について 岡山大学病院 松下志のぶ

中堅者研修後の自己の課題の取り組み 福岡大学病院 宇都由紀恵

15：05〜16：05 研究発表 第 21 群：その他

座長：夏目 文子（豊橋市民病院)

21-1 手術を受ける患者へのアロマテラピーの効果

-入室時の不安・ストレス緩和への援助- 天神会古賀病院 21 徳安 理代

21-2 腰椎麻酔術後排尿アルゴリズムの一考察

-術後尿閉との関連- 済生会熊本病院 豊田 理香

21-3 整形外科急性期手術時の術前浣腸に関する研究

-外傷性骨折による急性期手術時の浣腸の有用性- 悦伝会目白病院 水野 英明

21-4 Day Surgery で鼡径ヘルニア根治術を受けた患児家族の家庭での

セルフケアと家族機能に関する実態調査 東海大学医学部付属病院 守屋 優一

21-5 PEA＋IOLを受けた患者の身体的苦痛・不快の実態調査

-患者のニーズに沿った看護援助を目指して- 善通寺病院 中西 智加

第 5会場：RoomD 9 月 18 日（土)

10：00〜11：00 看護管理受講者報告会

司会：野本 真生（医療法人三宝会南港病院）佐藤 澄子（杏林大学医学部付属病院)

管理者研修後の自己の課題の取り組み 済生会吹田病院 森崎 葉子

手術室看護を語ることによりチーム全体で質の高い看護を提供する

-ナラティブアプローチを通しチーム員の成長を促し，チームの活性化を図る-

神戸市立医療センター中央市民病院 前田 淳子

2年目看護師教育への取り組み 広島大学病院 松本 恭子

新人評価表の見直し -新人教育への意識付けを目指して- 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 畠中 歩

11：05〜12：05 認定看護師活動報告会

司会：半田麻理栄（労働者健康福祉機構山口労災病院）島田 裕子（高松赤十字病院)

病棟・外来看護師との連携を図るために -病棟研修の学びから- 駿河台日本大学病院 麦島 貴子

認定看護師のネットワークを活用したタイムアウトへの取り組み 岐阜大学医学部附属病院 吉川 昌弥

タイムアウト導入に向けた取り組み 大阪市立総合医療センター 豊島 康仁

手術看護認定看護師資格取得の実際 新潟市民病院 小野 文子

手術看護認定看護師になるまでの道のりとその後

-手術認定看護師 5回生へのアンケート調査より- 順天堂大学医学部附属順天堂医院 大西 真裕

周手術期における看護の役割 -病棟の現場から- 長岡赤十字病院 宮本 和子

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 8：周手術期における皮膚障害 原因は何か

司会：中村 裕子（日本大学医学部附属板橋病院)

�．電気メスか否か 術後臀部皮膚障害 金沢医科大学皮膚科学 田邉 洋

�．進化していく手術手技での電気メスの安全性 済生会横浜市東部病院人材開発企画室 工藤 雄司



ポスター会場：RoomC-1 9 月 18 日（土)

11：05〜12：05 示説Ⅶ：危機管理

司会：佐藤 繁子（仙台市医療センター仙台オープン病院)

P-43 手術室震災マニュアルの見直しと訓練実施による危機管理の向上 市立砺波総合病院 山村 恵

P-44 ピッキングリストを活用した手術器材の PDCAサイクル 市立秋田総合病院 齋藤麻結美

P-45 手術室防災ポケットマニュアルの作成に向けての取り組み

-携帯サイズでの活用を目指して- 小牧市民病院 與儀 士文

P-46 手術室における災害時の安全対策の検討 公立朝来和田山医療センター 太田あつこ

P-47 手術室スタッフの防災に対する知識の向上と意識の変化

-マニュアル改訂から学習会・防災訓練を通して- KKR札幌医療センター 工藤 浩美

P-48 活用しやすいヒヤリハット報告書への取り組み 光晴会病院 新田 敦子

P-49 微細針の体内遺残防止のための取り組み 国立成育医療研究センター 高橋 弘美

14：00〜15：00 示説Ⅸ：看護教育，感染対策

司会：小澤恵美子（済生会京都府病院)

P-57 手術室でプリセプターシップを効果的に行うための取り組み

-プリセプターカンファレンスを実施して- 福井県立病院 千馬久美子

P-58 新人看護師への DVDを使用した教育方法の効果 -手術室の外回り業務を中心に-

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 齊藤 祐希

P-59 チェックリストと伝達ノートを活用した手術器械出し技術指導の評価

-活用状況を調査して- 公立豊岡病院組合立豊岡病院 竹中 和美

P-60 手術室看護師の感染予防対策 -シールド着用率向上に向けての取り組み- 別府医療センター 加藤 梨花

P-61 手術室看護師のアイプロテクションに関する意識 -ゴーグル着用率向上への取り組み-

渓仁会手稲渓仁会病院 長谷佳奈美

P-62 手術時手指消毒ウォーターレス法の有用性

-ツーステージ法とウォーターレス法の比較から- 渓仁会手稲渓仁会病院 佐藤由美子

P-63 LACにおける手術看護の質向上への取り組み 岩手県立久慈病院 横山由紀子

15：05〜16：05 示説Ⅺ：患者・家族への心理的援助，情報開示，看護倫理，その他

司会：西村 秀行（八尾総合病院)

P-71 意識下手術患者へのメンタルケアを意識した看護師の関わり方

-マニュアルがもたらすリラックス法を行なって- 阿南医師会中央病院 福田 恵美

P-72 乳がんで外来センチネルリンパ節生検を受ける女性の不安に対する教育的介入

日本赤十字社医療センター 勝矢 菜帆

P-73 手術室看護師が入室後の患者心理にあたえる影響 公立八鹿病院 細見 愛

P-74 手術を受ける小児の母親が抱く想い 福井県済生会病院 堀内 千晴

P-75 チーム力向上のために手術室情報紙を発行して 公立陶生病院 那須麻衣子

P-76 手術室看護師の倫理的問題への取り組み -単開腹術になったがん患者の事例検討の学びから-

愛知県がんセンター中央病院 近藤 景子

P-77 意識下で手術を受ける患者に対する声かけ位置の検討 富山県済生会高岡病院 橋本 あき

ポスター会場：RoomC-2 9 月 18 日（土)

11：05〜12：05 示説Ⅷ：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

司会：木下美代子（熊本大学医学部附属病院)

P-50 ホールフレームを使用しての体位固定の検討 広島市民病院 作間 歩

P-51 仰臥位・砕石位における有効な体圧分散方法の検討 聖隷横浜病院 春川 真紀

P-52 腹腔鏡下胆囊摘出術におけるソフトナースの効果

-手術台傾斜時の患者に与えるずれ力・体圧変化を通して- 北海道医療センター 大塚 央子



P-53 肘関節の伸展位と屈曲位における上肢の安楽について 綜合病院山口赤十字病院 平木 杏奈

P-54 タニケット使用時に 10％ポピドンヨード液により発生する色素沈着予防法の有効性

長崎労災病院 藤澤 祐子

P-55 OPDSを用いた根拠に基づく除圧器具の選択 三井記念病院 佐藤 明子

P-56 褥瘡事例検討会を活用したチームワーク活性化への取り組み 大阪警察病院手術医療センター 濱田 弥生

14：00〜15：00 示説Ⅹ：皮膚・神経障害の予防，DVT対策，体温管理，その他

司会：八田 京子（北里大学東病院)

P-64 腰椎手術における体位の工夫 -体圧測定を行って得たこと- 京都民医連中央病院 市原 宏

P-65 脊椎手術腹臥位 595件における安全の対策の評価 -独自の体位固定方法を取り入れて-

星ヶ丘厚生年金病院 花村加奈恵

P-66 脊椎手術時の顔面固定に伴う皮膚トラブルの要因（第 1報) 秋田赤十字病院 櫻田 輝子

P-67 薬剤 Aを使用した全身麻酔手術でのシバリングの発生要因について

滋賀医科大学医学部附属病院 和田 幸

P-68 側臥位手術において温風式加温器による頭頸部の保温効果 近畿中央胸部疾患センター 小谷 尚史

P-69 手術 3時間前までの無制限量飲水が麻酔導入と患者満足度に及ぼす影響 貢川整形外科病院 生原 妙子

P-70 手術室看護師が医師の立場で内視鏡手術疑似体験することの効果 安曇野赤十字病院 星 智仁

15：05〜16：05 示説Ⅻ：その他

司会：大内 純子（広島大学病院)

P-78 超高度肥満患者の手術準備マニュアルを作成して 松阪市民病院 上永 理恵

P-79 開心術における器械だし交代について

-申し送り用紙を使用することによるメリット・デメリット- 京都第一赤十字病院 松岡彩友美

P-80 A病院における緊急帝王切開への取り組み 熊本赤十字病院 鷲尾 佳美

P-81 関節拘縮・側弯のある患者が全身麻酔下で安全に手術を受けるために

-関節拘縮に関するチェックリストを活用して- 長野県立こども病院 塚田真由美

P-82 医療者が選ぶユニフォームが患者に与える印象 関西電力病院 竹田 真理

P-83 手術室における申し送り内容の統一に向けての取り組み

-アンケートを用いた実態調査- JA 愛知県厚生連渥美病院 増山 要

P-84 ビーチチェアショルダーシステムにおけるマニュアルの有効活用に向けた検討 札幌厚生病院 高田 由香


